
差出有効期限
2019年4月
30日まで
（切手不要）

A-

お電話番号

フリガナ

株主様お名前

株主様ご住所 〒
優待品送付先

株式会社髙島屋　　　　　　　　
法人事業部カタログギフト係　行
（髙島屋　配送センター）　　　

日本郵便株式会社 松本郵便局 私書箱8号

郵便はがき

優待品番号 優待品名

●ご記入いただきました個人情報は、ご希望商品を発送
するためおよびアンケートを集計・分析するためのみ
に使用し、それ以外に個人情報を利用したり、第三者
に提供する事は、一切ございません。また、ご記入い
ただいた個人情報は宝印刷株式会社の「個人情報保護
方針」、「個人情報の取り扱いについて」および株式会
社髙島屋の「プライバシーポリシー」に基づき管理さ
れています。

個人情報の取り扱いについて

（キリトリ）

㈱
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ー
チ
ュ
ア
ル

優待品番号 ● A-8

レンジでらくチン！ゆでたまご2個用

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にでき
るレンジ調理道具です。

サイズ：約高さ10.5×幅17×奥行10cm、質量約136g　
素材：本体：ポリプロピレン、目皿・フタ内側：アルミニウム（アルマイト加工）
生産国：日本製

社会貢献活動団体への寄付

寄付金としてミューチュアルより社会貢献
活動団体に寄付いたします。
※寄付についての領収書・証明書等は発行
いたしかねますので、ご了承ねがいます。

明治四十三年創業「大阪・難波　自由軒」
の辛口カレーです。１食240gの内容量
で食べ応えがあります。

内容：240g×2袋　賞味期限：製造より常温2年間

「大阪・難波　自由軒」　昔ながらの黒ラベルカレー
優待品番号 ● A-1

福井県産の特別栽培米コシヒカリを高温
で炊き上げました。一般の粥に比べて濃
い八分粥で食べ応えがあり、お米の美味
しさがしっかりと活きています。

内容：朝がゆ270g×1・小豆がゆ250g×1・玄米がゆ250g×1　
賞味期限：製造より常温1年間

永平寺朝がゆ詰合せ
優待品番号 ● A-2

マネケンベルギーワッフル詰合せ 5個入

日本に初めてベルギーワッフルを紹介したメーカー
です。1986年に1号店をオープンし、今では老若
男女問わず愛される定番スイーツに。1998年に
は、ベルギーと日本の文化交流に貢献したことにつ
いて「ベルギー王国王冠勲章シュバリエ章」を受勲。
当時のベルギー領事からは「本国のワッフルよりお
いしい」と高い評価を受けております。ベルギーの
伝統製法で焼きあげたこだわりのワッフルです。
「豊かなこく」「上品な甘さ」が自慢です。

セット内容：プレーン3個・ココア2個（ワッフルシロップ2個）
賞味期限：製造より常温45日

優待品番号 ● A-3

受付時間：9：00～17：00
　　　　（土日・祝日、12月29日～1月3日を除きます。）

お問い合わせ先：株式会社髙島屋　法人事業部カタログギフト係
（髙島屋 配送センター）

0120-183-777フリー
ダイヤル

優待品番号 ● A-9
優待品の代わりに
1,500円 を
寄付金として
お預りします。

北海道産小麦粉、国産の自然薯を使用し、
素麺と同じゆっくりと熟成しながら延ばす
製法「手延べ」で仕上げました。昆布といり
こ、小エビを原料とした「いりこ・小エビ出
汁」、「かえし」は小豆島の醤油を使用しま
した。「だし」と「かえし」を合わせるだけで、
本格的な香り高いめんつゆが手軽に作れ
ます。

優待品番号 ● A-4

セット内容：（手延うどん70g・いりこ小エビだし60ml・かえし25ml・
かやく）×3箱　賞味期限：製造より常温365日

自然薯うどん

1885

優待品番号 ● A-5

7＋5 LEDスーパーライト

電源/単3乾電池×3付属（モニター用）。
7個と5個のLEDで2通りの使い方がで
きるコンパクトな多機能ライト。最高約
40m先まで光が届きます。単3乾電池3
個で連続約10時間使用可能。LED電球
の寿命は約10万時間。

サイズ：約高さ6.5×幅12×奥行6cm、質量約155g　素材：本体：
ABS樹脂、 反射板：ポリスチレン、スイッチボタン：塩化ビニル樹脂、
電池ケース：ポリプロピレン、ストラップ：ナイロン　生産国：中国製

電源/ボタン電池×1付属（モニター用）。
ロングセラーの大画面腰タイプの歩数計
をリニューアル。

サイズ：約高さ3.7×幅6.5×奥行2.8cm、質量約30g　
素材：ABS樹脂　生産国：中国製

タニタ 歩数計（ブラックorホワイト）

※お色をお選び下さい。 A-6 ブラック
 A-7 ホワイト

優待品番号 ● A-6

優待品番号 ● A-7

09 8 7 7 03料金受取人払郵便

松本
郵便局承認
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受付時間：9：00～17：00
　　　　（土日・祝日、12月29日～1月3日を除きます。）

お問い合わせ先：株式会社髙島屋　法人事業部カタログギフト係
（髙島屋 配送センター）

0120-183-777フリー
ダイヤル

差出有効期限
2019年4月
30日まで
（切手不要）

B-

お電話番号

フリガナ

株主様お名前

株主様ご住所 〒
優待品送付先

株式会社髙島屋　　　　　　　　
法人事業部カタログギフト係　行
（髙島屋　配送センター）　　　

日本郵便株式会社 松本郵便局 私書箱8号

郵便はがき

優待品番号 優待品名

●ご記入いただきました個人情報は、ご希望商品を発送
するためおよびアンケートを集計・分析するためのみ
に使用し、それ以外に個人情報を利用したり、第三者
に提供する事は、一切ございません。また、ご記入い
ただいた個人情報は宝印刷株式会社の「個人情報保護
方針」、「個人情報の取り扱いについて」および株式会
社髙島屋の「プライバシーポリシー」に基づき管理さ
れています。

個人情報の取り扱いについて

（キリトリ）
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セット内容：特別栽培米夢ごこち2kg

卓上味付海苔8切44枚（板のり5.5枚分）×2、卓上わさび味海苔8切44枚（板のり5.5枚分）×2、
卓上焼海苔8切44枚（板のり5.5枚分）×2　賞味期限：常温で300日

仕様：250ｇ×3　賞味期限：常温で2年

セット内容：ローストビーフ（モモ肉）約210g、ローストビーフソース
100ml、西洋わさび3g×3　サイズ：190×120×85　
賞味期限：冷凍で30日　原料原産地：豪州産（牛肉）

セット内容：靴クリーム・布・ブラシ各2、靴ベラ・ケース各1　サイズ：靴ク
リーム：約高さ1.6×径5.5cm、布：約タテ20×ヨコ20cm、ブラシ：約タ
テ9×ヨコ2.8cm、靴ベラ：全長約11.5cm、ケース：約高さ17×径
7.5cm　素材：靴クリーム：ろう・油脂・有機溶剤、布：綿、ブラシ：豚毛・
天然木、靴ベラ：ABS樹脂、ケース：合成皮革　原産国：中国製

サイズ：約タテ120×ヨコ60cm　素材：綿100％　原産国：日本製

セット内容：精密ドライバー 3本（No.00、No.0、－1.4mm）、六角棒レンチ8本
（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm）、ドライバービット8本（No.0、No.1、
No.2×2、No.3、－4、－5、－6mm）、段付ビット2本（No.1、No.2）、6.35mm角ソ
ケット8個（4、5、6、7、8、9、10、12mm）、6.35mm角ソケットアダプター、ラチェ
ットドライバーハンドル、カッター S型　サイズ：（収納時）約高さ5×幅22.5×奥行
15.5cm、質量約650g　素材：炭素鋼・ポリエチレン　原産国：台湾製

〈山形・黒澤ファーム〉特別栽培米 夢ごこち 餐

有明産　海苔詰合せ

〈味の牛たん喜助〉たっぷり牛たんシチュー詰合せ

〈スギモト〉ローストビーフ

社会貢献活動団体への寄付

シューズクリーナーセット L

今治タオル ストライプ バスタオル
（ブルーorベージュ）

パーソナルツールセット

優待品番号 ● B-4

優待品番号 ● B-2

優待品番号 ● B-1

優待品番号 ● B-3

優待品番号 ● B-5

優待品番号 ● B-8

全国の米食味コンクールで数多くの賞に
輝く『黒澤ファーム』の「夢ごこち」は甘み
と粘りに優れたお米です。

有明産の上質な海苔は食卓の名脇役。香
り高い焼海苔と風味豊かな味海苔でお召
しあがりください。

豪州産牛モモ肉を、基礎調味料で味付け
し、シンプルに焼き上げました。お肉本来
のうまみをお楽しみいただけます。

出張時などに便利なシューズクリーナー
セット。ご自宅用としてもOKです。

今治マーク認定番号：第2015-216号。
百十余年の歴史と伝統を誇る肌触り・吸
水性に優れた今治タオルです。

コンパクトサイズのケースに機能を詰め
込んだ工具セット。

寄付金としてミューチュアルより社会貢献
活動団体に寄付いたします。
※寄付についての領収書・証明書等は発行
いたしかねますので、ご了承ねがいます。

優待品番号 ● B-9
優待品の代わりに
3,000円 を
寄付金として
お預りします。

1885
※お色をお選び下さい。 B-6 ブルー

B-7 ベージュ

優待品番号 ● B-6

優待品番号 ● B-7

09 8 7 7 03料金受取人払郵便

松本
郵便局承認

牛たんの旨みと野菜の酸味・甘みをブレン
ドした、牛たん専門店ならではのシチュー
です。
選りすぐりの牛たんをじっくりと加圧しな
がら煮込み、旨みたっぷりに仕上げました。
牛たんの風味とブラウンソースの相性も格
別です。
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料金受取人払郵便

差出有効期限
2019年4月
30日まで
（切手不要）

松本
郵便局承認

C-

お電話番号

フリガナ

株主様お名前

株主様ご住所 〒
優待品送付先

株式会社髙島屋　　　　　　　　
法人事業部カタログギフト係　行
（髙島屋　配送センター）　　　

日本郵便株式会社 松本郵便局 私書箱8号

郵便はがき

優待品番号 優待品名

●ご記入いただきました個人情報は、ご希望商品を発送
するためおよびアンケートを集計・分析するためのみ
に使用し、それ以外に個人情報を利用したり、第三者
に提供する事は、一切ございません。また、ご記入い
ただいた個人情報は宝印刷株式会社の「個人情報保護
方針」、「個人情報の取り扱いについて」および株式会
社髙島屋の「プライバシーポリシー」に基づき管理さ
れています。

個人情報の取り扱いについて

（キリトリ）

㈱
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ー
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1885

社会貢献活動団体への寄付

寄付金としてミューチュアルより社会貢献
活動団体に寄付いたします。
※寄付についての領収書・証明書等は発行
いたしかねますので、ご了承ねがいます。

受付時間：9：00～17：00
　　　　（土日・祝日、12月29日～1月3日を除きます。）

お問い合わせ先：株式会社髙島屋　法人事業部カタログギフト係
（髙島屋 配送センター）

0120-183-777フリー
ダイヤル

優待品の代わりに
5,000円 を
寄付金として
お預りします。

北海道産の生乳を使用し、ふんわりなめ
らかな食感に仕上げました。
そのままでもおいしくいただけますが、
添付のカラメルソースをかけるとより一
層プリンの味が引き立ちます。

プリン100g×12、カラメルソース×12　賞味期限：冷凍で90日

〈乳蔵〉北海道プリン
優待品番号 ● C-1

セット内容：ロース600g　サイズ：270×210×110　
賞味期限：冷凍で30日　原料原産地：鹿児島県

優待品番号 ● C-4

鹿児島県産 黒豚しゃぶしゃぶ用

優待品番号 ● C-5

ツインバード ハンディーアイロン＆スチーマー（ブルー）

電源/100V-800W。容量約75ml。ス
チーム噴出口12個。かけ面温度/高：約
190℃､中：約150℃､低：約100℃。襟、
袖、パンツの折り目付けに便利なアイロ
ン機能。縦、横、斜めの角度で使えるフリ
ーアングル仕様。使いやすい大きな注水
口とダイヤル、スチームボタン。

サイズ：約高さ9.8×幅33.5×奥行8cm、質量約630g、コード約2.5m
素材：アルミダイキャスト、ポリプロピレン、ナイロン　原産国：中国製

優待品番号 ● C-6

タニタ デジタルクッキングスケール

電池/単3乾電池×2付属（モニター用）。
最大計量3kg、最小表示0.1g。水・牛乳
の容積計量が可能な「mlモード」付で計
量カップよりも正確な計量が可能。収納
に便利なケース付。ステンレス皿は取り
外し洗えます。

サイズ：約タテ21×ヨコ15×厚み3.5cm、質量約573g　素材：ABS
樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ステンレス鋼　原産国：中国製

「肌にやさしいコットン。そのやさしさを
大切に。」そんな想いをこめて自然の色
合いを生かしたハーフタオルケット。今治
マーク認定番号第2013-524号。

サイズ：約タテ140×ヨコ95cm、質量約400g　素材：綿100％　
原産国：日本製

優待品番号 ● C-7

今治エコ ハーフタオルケット

セット内容：真かじき100g、ひらめ50g、やりいか50g、ほうぼう
50g、水だこ50g　
サイズ：220×420×35　賞味期限：冷凍で60日

〈かねみつ〉昆布でしめたお刺身「漁音」

魚と昆布の旨みが調和した富山の郷土料
理。
浜の漁師たちが保存のために考え出した
富山の郷土料理、昆布じめの刺身。それぞ
れの魚を相性の良い昆布でしめて熟成さ
せました。

優待品番号 ● C-3

前沢牛を贅沢に使用したハンバーグ。
岩手県奥州市の恵まれた自然のなかで、
丹精込めて育てあげた前沢牛の甘みと
濃厚な旨みをハンバーグでお楽しみくだ
さい。

セット内容：ハンバーグ150g・ソース各5　サイズ：220×320×65
賞味期限：冷凍で30日

〈前沢牛オガタ〉前沢牛ハンバーグ
優待品番号 ● C-2

優待品番号 ● C-8

黒豚ならではのコクと甘み。肉本来の旨
みをお楽しみください。
きめ細かい肉質とほのかな甘み、旨みの
濃い脂身が特長の鹿児島県産黒豚。しゃ
ぶしゃぶ用のロースをお届けします。黒豚
ならではのコクのある深い味わいをご賞
味ください。

09 8 7 7 03
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